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離島の振興を促進するための柳井市における産業の振興に関する計画 

 

平成３０年４月１日作成 

山口県柳井市 

 

１．計画策定の趣旨 

 

 本市は山口県南東部の瀬戸内海沿いに位置し、平成１７年２月２１日に旧柳井市と旧大畠町が

合併し誕生しました。市域は、沿岸部、内陸部、半島・島しょ部からなり、総面積の半分以上が

山林丘陵地で占められています。また、多島美を誇る瀬戸内海の美しい景観や、市街地周辺の緑

豊かな山々、温暖多日照な気候風土など、豊かな環境に恵まれています。 

 しかし、空港や新幹線、高速道路等の高速交通網が市域にないことから、製造業等の企業立地

は少なく、人口は戦後直後には５万人を超えていましたが、平成２７年国勢調査では３２，９４

５人まで減少しています。また、生産年齢人口の割合は５２．０％と低く、高齢化率は３６．４％

となっており、少子高齢化が著しく進行しています。 

本市の産業は空洞化が進んでおり、周辺町を含めた柳井地域は、大規模な事業所が少ないため、

有効求人倍率が高止まりした状況の中で企業の人材不足が深刻化してきており、事業の継続等に

支障をきたす可能性が高まっています。 

 そこで、本市が将来にわたって持続可能な地域経営を進めるためには、雇用の創出と地域経済

の活性化が最重要課題であることから、本計画を策定するものです。 

 

【柳井市の基本指標】 

項 目 数 値 出 典 

面積 140.05ｋ㎡ 平成２８年全国都道府県市区町村別面積調 

総人口 32,945人 平成２７年国勢調査 

生産年齢人口 17,149人 平成２７年国勢調査 

人口動態 自然動態 △1,685人 平成２３～２７年山口県保健統計年報 

社会動態 △451人 平成２３～２７年山口県人口移動統計調査 

高齢化率 36.4％ 平成２７年国勢調査 

 

２．計画の対象とする地区 

 本計画の対象とする地区は、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域として指定されている

柳井市の平郡島とします。 

 

３．計画期間 

本計画の計画期間は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までとします。 
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４．対象地区の産業の振興の基本的方針 

（１） 柳井市の産業の現状 

 

Ａ．地域の特色 

 

○インフラ整備の状況 

・ 本市の交通幹線としては、一般国道１８８号、同４３７号及び山陽本線が通過しています

が、空港、新幹線及び山陽自動車道等の高速交通体系から離れ、これらのアクセス整備が

遅れています。 

・ 道路は、幹線道路である一般国道１８８号、同４３７号の整備は進んでいるものの、域内

の道路網は、半島特有の平坦地に乏しく複雑な地形条件のため、その整備が遅れています。 

・ 新幹線鉄道は、本地域から大きく離れて北寄りに建設されているため、市外の広島、新岩

国及び徳山駅が利用されています。在来線鉄道は、半島基部に山陽本線が通過し、柳井、

柳井港、大畠の各駅が設置され、岩国及び周南地区への通勤、通学等に利用されています。 

・ 空港は、本市には存在せず、隣接する岩国市の岩国錦帯橋空港が利用されていますが、本

市中心部から１時間程度の時間を要します。 

・ 港湾は、内海航路の主要な寄港地として柳井港があり、周辺の島々、四国への旅客基地と

しての地位を占めていますが、平成１１年の「しまなみ海道」開通以降、フェリー利用者

が激減しています。 

・ 平郡島と島外との連絡のほか、東浦、西浦両地区を結ぶ生活路線としての機能を有する離

島航路は平郡航路有限会社が運営しており、島民や農産物の輸送だけでなく、ごみや汚水

の搬送も行っており、重要な役割を担っています。 

・ 工場用地は、相次ぐ企業の撤退に伴い、未利用地が急激に増加しています。 

・ 通信施設等は、光ファイバ網などの高度情報通信基盤が整備されつつありますが、一部地

域が未整備の状況にあります。 

 

○交通ネットワークを踏まえた物流の環境 

・ 本市は、空港、新幹線及び山陽自動車道等の高速交通体系から離れ、これらのアクセス整

備が遅れています。これら高速交通体系へのアクセス強化を図ることが、地域の発展を図

る上で最も重要となっています。 

 

○地域資源の賦存状況 

・ 本市は温暖、多日照な気候を生かした花きやいちご栽培などが盛んです。また、国の伝統

的建造物群保存地区に選定されている古市・金屋地区（白壁の町並み）や、多島美を誇る

瀬戸内海の美しい景観、市街地周辺の緑豊かな山々、温暖多日照な気候風土など、豊かな

自然環境に恵まれています。 
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○地域の産業の特性 

・ 農業を主体とする第１次産業が中心ですが、就業構造は、第２次産業、第３次産業へと移

行してきています。本市は、第２次産業の就業者数が少なく、第３次産業就業者数が特に

多いのが特徴です。 

・ 農業については、温暖・多日照の気候を生かし、野菜、花きなどの園芸作物の生産が盛ん

に行われています。 

・ 工業については、周南及び岩国両工業地帯の中間の瀬戸内海沿岸に位置しながら、高速交

通体系からの乖離等により、大企業の進出が少なく、そのほとんどが中小企業で営まれて

います。 

・ 観光・リゾートについては、美しい自然、穏やかな気候風土、豊かな海の幸、海に育まれ

た歴史と文化など、多くの観光資源に恵まれ、白壁の町並み、やまぐちフラワーランド、

大畠観光センター、ふれあいどころ４３７など、春秋シーズンを中心に広島方面から日帰

りによる観光レクリエーション地として親しまれています。 
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Ｂ．近年の対象地区の産業の動向 

 

○事業所数、従業者数の推移 

・ 本市の事業所数、従業者数は、長期的に減少しています。特に製造業は大幅に減少してい

ます。 

・ 業種別従業者数は、飲食料品小売業は大幅に増加していますが、製造業は減少に歯止めが

かからない状況となっています。 

【事業所数（民営）の推移】 

調査年 総数 製造業 情報サービス業 飲食料品小売業 宿泊業 

平成 ８年 2,413 130 5 249 29 

平成１１年 2,326 119 5 210 27 

平成１３年 2,271 125 4 189 23 

平成１６年 2,057 109 4 181 20 

平成１８年 2,060 104 4 186 19 

平成２１年 2,063 98 5 163 17 

平成２４年 1,915 94 4 131 16 

平成２６年 1,865 85 4 133 17 

 

【従業者数（民営）の推移】 

調査年 総数 製造業 情報サービス業 飲食料品小売業 宿泊業 

平成 ８年 15,935 2,546 50 1,125 286 

平成１１年 15,652 1,938 40 1,214 248 

平成１３年 15,366 1,994 26 1,195 251 

平成１６年 14,123 1,741 25 1,004 217 

平成１８年 14,991 1,791 22 1,123 192 

平成２１年 15,156 1,555 19 948 162 

平成２４年 14,279 1,409 21 878 164 

平成２６年 14,240 1,251 20 1,057 167 

資料：事業所・企業統計調査、経済センサス 

 

○製品等出荷額等の推移 

・ 本市の工業は、従業者数 100 人未満の中小企業が大半を占めており、近年の長引く不況の

影響や本市で大きな影響力を持つ事業所の撤退により事業所数、従業者数はいずれも減少

傾向にあります。 
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【製造業基本指標】 

調査年 平成１３年 平成１８年 平成２１年 平成２４年 

事業所数 74 62 51 44 

従業者数 1,927 1,643 1,424 1,317 

製品等出荷額等（万円） 3,010,872 2,992,555 2,676,422 3,422,650 

注：従業者数４人以上の事業所が対象である。             資料：工業統計調査 

 

○飲食料品小売業年間商品販売額等の推移 

・ 本市は、古くから周東・大島地域の商業の中心として栄えてきましたが、近年は、人口減

少に加え、モータリゼーションの進展によって消費者の行動範囲が広域化したこと等によ

り、年間販売額等は伸び悩んでいます。 

 

【飲食料品小売業基本指標】 

調査年 平成１４年 平成１９年 平成２６年 

事業所数 182 166 114 

従業者数 923 971 852 

年間商品販売額（万円） 1,206,430 1,312,040 1,196,585 

売場面積（㎡） 13,139 20,083 22,987 

資料：商業統計調査 

 

○農業生産額等の推移 

・ 本市の農業は水稲を基幹産業として、野菜、花き、果樹等の生産が行われていますが、農

業生産額、総農家数、基幹的農業従事者数とも大幅に減少し、農業従事者の高齢化が顕著

に進んでいます。 

 

【農林水産物等販売業基本指標】 

項目 平成１７年 平成２２年 平成２７年 

農業生産額（百万円） 1,980 －  －  

総農家数（戸） 1,917 1,752 1,474 

基幹的農業従事者数（人） 1,204 1,047 830 

 65歳以上の割合（％） 78.7 60.2 82.3 

※平成２２年農業生産額は、調査方法変更に伴い数値なし。 

資料：農林業センサス、農林水産統計 
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○産直施設の開設状況 

・ 地元の農協が運営する産直施設「遊気百菜」や「大畠観光センター」、都市農村交流施設「ふ

れあいどころ４３７」でも、地元で生産された農産物や加工品などが販売されています。 

・ 県産農水産物等（青果物、米、農産加工品、畜産物、生鮮水産物、水産加工品）を年間通

じて販売する量販店が６店舗あります。 

 

○観光入込客数、宿泊者数の推移 

・ 本市の観光客数は、平成１９年以降減少傾向にありましたが、平成２５年は都市農村交流

施設「ふれあいどころ４３７」のオープン等の影響で増加に転じ、その後は停滞傾向にあ

ります。 

・ 観光客のうち、ほとんどが日帰り客で、宿泊者の割合は５．４％（平成２８年）です。ま

た、県外客は全体の１９．７％（平成２８年）となっており、大半が県内客です。 

【観光入込客数、宿泊者数の推移】 

調査年 観光客数計 
日帰り・宿泊別 県外・県内別 

日帰り客 宿泊客 県外客 県内客 

平成１９年 775,865 718,355 57,510 259,353 516,512 

平成２０年 745,498 688,308 57,190 245,212 500,286 

平成２１年 702,506 676,453 26,053 218,139 484,367 

平成２２年 736,126 692,693 43,433 180,576 555,550 

平成２３年 736,120 689,237 46,883 176,878 559,242 

平成２４年 753,378 708,606 44,772 164,980 588,398 

平成２５年 931,798 888,632 43,166 204,771 727,027 

平成２６年 928,889 885,920 42,969 188,127 740,762 

平成２７年 900,691 860,533 40,158 179,468 721,223 

平成２８年 896,758 848,614 48,144 176,469 720,289 

資料：山口県観光客動態調査 

 

○企業誘致の状況 

・ 本市では、平成２９年に「柳井市企業立地促進条例」を大幅に拡充し、用地取得奨励金制

度の新設や対象固定資産種類の増加、奨励金上限額の撤廃等を行いました。この５年度間

（平成２５年度から平成２９年度）における指定事業所は２件（製造業）です。 

・ 平成２１年１２月に制定した「柳井市企業立地を重点的に促進すべき区域における固定資

産税の課税免除に関する条例」を利用した事業所が１件(製造業)あります。 

・ 平成２８年３月に制定した「地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例」及

び平成２９年１２月に改正した「柳井市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課

税免除に関する条例」は、これまでのところ利用実績はありません。 
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○市内の既存の事業者の経営状況 

・ 本市の製造業、飲食料品小売業、旅館業、情報サービス業等は、ともに収益が悪化してお

り、既存の事業者の経営は大変厳しい状況です。 

 

○法人市民税の推移からみる市内事業者の状況 

区分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

納税義務者数 

（事業所数） 
952 956 946 953 930 

税額 

（単位：千円） 
334,526 282,333 325,897 305,934 308,490 

資料：柳井市決算 

 

○開廃業の状況、地域内での起業の状況 

・ 平成２６年経済センサスによると、平成２４年から平成２６年までの間の製造業における

開設事業所はないのに対し、廃業事業所は９事業所に上っており、そのほとんどが中小事

業所です。 

・ 平成２４年に、製造業の事業所が倒産しました。また、平成２７年に半導体製造事業所が、

経営合理化により工場を閉鎖し、地域経済にとって厳しい状況となっています。 

・ 情報サービス業、飲食料品小売業、旅館業の事業所数は停滞傾向にあります。 

・ 近隣の周防大島町に所在する大島商船高等専門学校が、平成２０年から起業家養成を実施

しており、本市住民も多数受講し、起業した人も多数いるなど、大きな成果を上げていま

す。また、平成２７年に策定した創業支援事業計画に基づき、金融機関等と連携し、創業

者に対する情報共有や支援体制の確立を図っています。 

 

○外部環境の変化と対象地区の産業との関係 

・ 本市では、昭和５０年代から半導体関連の製造業が立地し、経済活動、雇用に大きな役割

を果たしていますが、経済情勢の変化により、本市に立地する製造業全体が厳しい状況に

置かれています。 

・ 平成１１年の「しまなみ海道」の開通により、フェリー利用者が激減しており、旅館業に

おいても厳しい状況に置かれています。 

・ 平成２４年１２月１３日に岩国錦帯橋空港が開港し、首都圏からの日帰り旅行が可能とな

った反面、広島・宮島・岩国方面からの立寄り観光客は減少しています。 
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（２）柳井市の産業振興を図る上の課題 

 

○全事業所共通の課題 

・ 経営環境の悪化に伴い、設備投資が停滞しており、地域産業の発展に重大な支障となって

いることから、本市の事業者、とりわけ中小事業者の設備投資を促進する必要があります。 

・ 既存の地域産業の活性化や、起業の促進、企業誘致などによって、雇用の場の創出と就業

機会の拡大を図っていくことが必要です。とりわけ若年層については、人口流出の防止と

いう観点から雇用の充実に取り組んでいく必要があります。 

・ 県、大学等の高等教育機関、研究機関等との連携や、商工会議所、商工会による支援策と

の協調、社会基盤の整備によって、新産業・新事業の創出を促進していく必要があります。 

・ 地元の中小企業の中には、高い技術力や独創性を誇る企業や、市内外に積極的に事業展開

する企業もあります。このため、経営基盤の強化と資金面などの経営資源の充実によって、

市場動向や消費者ニーズの変化に的確に対応できるための経営体質の強化が図られるよう、

総合的な振興策を推進する必要があります。 

・ 将来にわたって持続可能な産業とするためには、地域産業の担い手となる人材を育成・確

保する必要があります。 

・ 起業家を輩出し、地域に雇用の場を創生し、地域を活性化することを目的とする、起業教

育研究事業への支援を強化する必要があります。 

・ 離島航路は島民の人口減少により利用者数が減少傾向にありますが、島外を結ぶ唯一の交

通機関であり、産業振興には必要不可欠なため、平郡航路有限会社の経営健全に努めるこ

とによる航路の維持を図る必要があります。 

 

○製造業・情報サービス業等の課題 

・ 市内の製造業等の事業所は、小規模事業所が大部分であり、従業員１人あたりの製品出荷

額等についても、県平均を大きく下回っています。製造業の活力を維持・増進することは、

バランスのとれた産業構造を構築し、多様な雇用を創出する観点からも重要であり、その

ためには、創造性に富んだ競争力のある企業を育成、誘致する必要があります。 

・ 既存の製造業における技術の高度化、製品の高付加価値化を促進し、活力ある工業の振興

を図っていくとともに、地元企業と結びつくことによって、地場産業全体の振興が期待で

きる企業の誘致を進めていく必要があります。 

・ 国、県等関係機関との連携により、高速交通網からのアクセスを強化するなど、道路、港

湾、情報通信などの産業基盤の整備を促進する必要があります。また、工業用水の安定供

給の確保に努める必要があります。 

 

○農林水産業の課題 

・ 農業経営の体質強化を図りつつ、後継者・担い手の確保・育成を推進し、安定かつ継続可

能な経営体としての農業の実現をめざしていく必要があります。 
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・ 恵まれた自然環境を生かすことによって、付加価値が高くブランド力のある農産品づくり

を推進するとともに、安全性と効率性の高い流通・販売体制の促進、地産地消への取組な

どにより、活力ある農業を目指す必要があります。 

・ 森林組合等との連携により、適切な森林管理に努めるとともに、市民活動団体や地域住民

との連携協力も視野に入れながら、地域の自然植生に配慮した造林や間伐、竹林伐採など

を計画的に推進していく必要があります。 

・ 漁業就業者の確保等による漁業経営の安定化、水産資源の管理と回復、魚が育つ漁場環境

と生態系の保全・修復、安心で安全な県水産物の安定供給とブランド化を推進するほか、

種苗放流などの栽培漁業を推進し、「獲る漁業」から「つくり、育てる漁業」を基調とした

資源管理型漁業への取組を継続していく必要があります。 

 

○観光の課題 

・ 国の重要伝統的建造物群保存地区である「白壁の町並み」や、幕末の海防僧として知られ

る「僧月性」にまつわる史跡、国指定史跡「茶臼山古墳」、国指定重要民俗文化財「阿月神

明祭」などの歴史的資源や、美しい瀬戸内海の景観、「やまぐちフラワーランド」、「ふれあ

いどころ４３７」、「大畠観光センター」等の交流拠点、郷土民芸品「金魚ちょうちん」と

いった多彩な観光資源を有しており、市内各所にある拠点や、近隣市町にある拠点との連

携を強め、市外から訪れた観光客が、時間をかけて楽しく回遊できる観光地づくりが必要

です。 

 

５．産業の振興の対象とする事業が属する業種 

 

 本計画における業種は、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等とします。 

 

６．事業の振興のために推進しようとする取組・関係団体等との役割分担 

 

（１）本市が実施する施策 

○共通項目 

◇租税特別措置の活用の促進 

◇地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除 

◇不均一課税による優遇措置 

◇新産業と新事業創出への支援 

◇起業家精神を持つ人材の発掘、育成の支援、起業セミナー・研修の充実 

◇起業についての金融や経営相談等の指導・助言、各種情報提供の充実 

◇起業等についての初期投資に係る資金支援 

◇異業種交流の促進 

◇福祉、環境、観光関連産業等における新事業創出の支援 
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◇コミュニティビジネスに取り組もうとする意欲的な団体等への情報提供や助言 

◇地域の資源や特性を生かした新産業・新事業の創出 

◇中小企業の人材育成を図るための各種セミナー、研修会等の開催 

◇各種中小企業融資制度の充実 

◇企業立地奨励制度や電源地域に係る優遇制度の活用 

◇職業相談の充実、就業情報の提供 

◇ＵＪＩターンによる定住促進 

 

○製造業、情報サービス業等 

◇経営指導や情報提供、融資制度の充実 

◇経営の高度化、技術力の向上の促進 

◇半島振興法や電源地域に係る優遇制度等を活用した、新規事業や新分野への支援 

◇異業種交流や産学公連携などによる新しい工業分野の創出 

◇事業展開を検討している企業に関する情報の収集 

◇企業立地奨励制度や電源地域に係る優遇制度の活用や用地の確保による企業の積極的な誘致 

◇道路、港湾、情報通信などの工業基盤の整備の促進 

◇工業用水の安定供給の確保 

◇未利用・低利用工業用地の有効活用の促進 

 

○農林水産物等販売業 

 農林水産業に関する施策を展開することにより、農林水産物等販売業の振興を図ります。 

◇中山間地域等直接支払制度・多面的機能支払制度の推進や、担い手への農地の集積による耕

作放棄の防止 

◇農地の集積と農地利用の効率化によって生産コストの低減を図るためのほ場整備の推進 

◇農業生産の効率化と農地の保全を図るための、農道や用排水路、ため池、排水施設等の整備 

◇新規就農者の確保と育成・支援 

◇集落営農組織の農業生産法人化、既存農業生産法人の育成・支援 

◇集落営農法人連合体への支援 

◇自立して農業経営を行う認定農業者を育成するための、農業経営の改善への支援 

◇農産物直売所等の施設の充実 

◇地産地消の促進 

◇生産者と消費者、生産者と企業などが結びつく生産流通システムづくりの促進 

◇生産者と消費者の取り決めによる契約栽培システムづくりの促進 

◇農地中間管理事業による、農用地の有効利用や農地集積・集約化への支援 

◇農業経営の複合化の促進 

◇花きやいちご等の施設園芸作物の振興 

◇花壇苗生産システムの確立 
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◇地域ブランド化による売れる米づくり（結びつき米）の推進 

◇柑橘栽培への支援 

◇市民が農村景観や土地改良施設の保全活動などへ参加する機会の拡大 

◇都市住民と地域住民との交流の促進 

◇山口型放牧の普及による農地の保全と効率的な畜産業の振興 

◇環境負荷を軽減する農業技術の普及、啓発 

◇計画的・集団的な造林や保育、後継者育成 

◇森林バイオマスの活用の検討 

◇市民の憩いや健康づくりに役立つ共有の財産としての里山の再生 

◇漁業者のニーズに即した種苗の放流 

◇魚礁や築いそ等の漁場整備の推進 

◇藻場・干潟の機能保持、海底清掃等による漁場環境の保全 

◇漁港整備の計画的な推進、漁港施設等の長寿命化の促進 

◇漁港施設の適正な維持と管理 

◇平郡のタコや大畠のタイなどの水産物のブランド化、特産品づくりの推進 

◇漁協女性部を主体とする漁村の活性化に向けた活動の推進 

◇制度資金等の活用による計画的な設備投資の促進 

◇水産物の出荷条件が不利な離島の流通対策、基盤整備の推進 

◇恵まれた漁場環境を生かした遊漁、観光地引き網等の観光漁業の振興 

◇新規就業者の確保とその支援、中核的漁業者の育成 

◇子どもたちを対象とした魚食普及の推進 

◇体験漁業などを通じた都市と漁村との交流の推進 

 

○旅館業 

 観光に関する施策を振興することにより、旅館業の振興を図ります。 

◇「白壁の町並み」における歴史的な景観の保全と修景 

◇訪れる人が魅力を感じる空間の保全と創出 

◇月性展示館の周辺整備への検討 

◇イベント開催や情報発信の促進による観光客の誘致 

◇ふれあいどころ４３７、やない西蔵などでの体験型観光資源の掘り起こしと情報発信 

◇本市の優れた地域資源を認証する地域ブランド「きんさい柳井」の販売支援、情報発信 

◇近隣市町の観光施設との連携を強化、共同による情報発信 

◇郷土料理や特産品、みやげ物などの充実、県内外との観光ルートづくり 

◇松山、広島などの県境を越えた魅力ある観光ルートの形成、情報発信活動 

◇ホスピタリティ向上、観光ボランティアの育成 

◇観光パンフレットや地図の作成、観光案内表示の充実 

◇観光案内所や休憩施設等の機能充実、駐車場の確保 
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◇マスコミ等への情報提供、ホームページによる情報発信、観光キャンペーンの実施などの観

光宣伝活動の充実 

◇旅行業者や交通事業者との連携の強化 

 

（２）既に実施されている山口県・関係機関等が実施する施策 

○山口県 

◇租税特別措置の活用の促進 

◇設備投資・雇用促進・産業育成のための補助金等 

◇地域外企業誘致のための取組 

 ◇産業振興（起業や事業高度化等）のための人材育成のための取組 

 ◇雇用拡充等に係る事業 

◇新規就農支援 

◇農業担い手に対する支援 

 

○柳井商工会議所、大畠商工会 

◇地域産業振興のための取組（商取引の照会・斡旋、企業誘致、異業種交流事業等） 

◇観光の振興（柳井天神春まつり、柳井まつり、パラソルショップ等の実施） 

◇商工業者の資質向上（講習会、セミナーの開催、検定試験の実施、新人社員研修講座等） 

◇中小企業の経営改善普及（経営相談・指導等） 

◇調査・情報活動 

◇共済制度の普及 

 

○南すおう農業協同組合 

◇６次産業の推進のための施設の整備 

◇「ふれあいどころ４３７」などの施設の運営 

◇地元産品の販売促進 

◇新規就農支援 

◇農業担い手に対する支援 

◇集落営農法人連合体「アグリ南すおう㈱」の運営 

 

○柳井市観光協会、大畠観光協会 

◇歴史や海、山などの地域資源を活用した体験型・交流型の観光商品づくりの開発 

◇瀬戸内海を活用したイベント開催（釣り大会、平郡島ウォーキングなど） 

◇岩国錦帯橋空港を契機とした首都圏等への観光ＰＲ 

◇地域の農水産物を活用した食の開発 
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（３）行政、関係機関等が連携して取り組む事項 

取組事項 取組を行う者 

起業セミナーや研修の充実 県、市、商工会議所、商工会、高等教育機

関、研究機関等 

起業についての金融や経営相談等の指導・助言や各

種情報提供 

国、県、市、商工会議所等 

中小企業の人材育成を図るための各種セミナーや

研修会等開催の支援 

市、商工会議所、商工会等 

経営革新をめざす中小企業者等が抱える諸問題解

決への支援 

市、商工会議所、商工会、柳井地域中小企

業支援センター等 

事業展開を検討している企業に関する情報の収集、

企業の積極的な誘致 

県、市、商工会議所、商工会等 

職業相談の充実、就業情報の提供 市、公共職業安定所等 

経営指導や情報提供、融資制度の充実などによる経

営の高度化や技術力の向上の促進 

県、市、商工会議所、商工会等 

実践型地域雇用創造事業 柳井市雇用創造協議会（市、商工会議所、

大畠商工会、南すおう農業協同組合等市内

１２団体） 

新規就農者の確保と育成・支援 県、市、やまぐち農林振興公社、南すおう

農業協同組合等 

「白壁の町並み」における歴史的な景観の保全と修

景など、訪れる人が魅力を感じる空間の保全と創出 

市、商工会議所、商工会、観光協会、地元

住民、市民活動団体 

イベント開催や情報発信の促進による観光客の誘

致 

市、商工会議所、商工会、観光協会、地元

商店街、市民活動団体等 

郷土料理や特産品、みやげ物などの充実や県内外と

の観光ルートづくり 

市、商工会議所、商工会、観光協会、民間

観光事業者 

「柳井ブランド」を通じた情報発信・観光客の誘致

促進、地域経済の活性化 

柳井市地域ブランド推進協議会（市、経済

団体） 

新規就業者の確保と育成・支援 県、市、山口県漁業協同組合、大畠漁業協

同組合、神代漁業協同組合等 
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７．計画の目標 

 

本市における計画の目標（平成３４年度末）は、次のとおりです。 

項 目 

製造業 農林水産物等 

販売業 

旅館業 情報サービス業

等 

現時点 目標 現時点 目標 現時点 目標 現時点 目標 

企業立地件数 ０件 １件 ０件 １件 ０件 １件 ０件 １件 

新規設備投資件数 ０件 １件 ０件 １件 ０件 １件 ０件 １件 

新規雇用者数 ０人 ４人 ０人 １人 ０人 １人 ０人 １人 

注：「現時点」は、過去５年間の実績を、「目標」は、計画期間中における数値を示しています。 


